棈松さん夫妻
新規就農から一年
一戸の酪農家として
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中頓別町 4 組目の新規就農

棈松智通さんと光代さん夫妻
就農から一年を振り返る

棈松 あ(べまつ さ)ん夫妻は、昨
年４月に岩手地区へ新規就農。お
二人が中頓別へ来た理由や、この
一年の様子などを伺いました。
旦那さんはどういった経緯で酪農
家を目指したのでしょうか

の牧場に入ったが、牧場で働くこ

に近い仕事を肌で感じようと士幌

後に獣医を目指したが断念。獣医

ングホリデーで行っており、帰国

１年間ニュージーランドにワーキ

宗谷と狙いを定めた。

ンスだったので、行くのであれば

えず単身でも来てみてというスタ

ていたところ、宗谷地域はとりあ

しと並行して就農する地域を探し

厳しく、単身では断られる。嫁探

智：埼玉県出身で、大学を卒業後、

とが面白く、ニュージーランドと
北海道の気候が似ていたこともあ

んだことを表現するため、新規就

いの牧場を経験したが、そこで学

中頓別に来るまでに４か所くら

り慣れていた。ほかの管内町村で

扱っていた粗飼料ということもあ

いうことも理由の一つ。それまで

智：デントコーンが活用できると

中頓別に決めた理由は？

農を目指した。ただ、キャリアが

は通年で確保できない。もうひと

り、北海道に住み着いた。

あっても嫁がいないと新規就農は

つの理由として、経営譲渡可能な

物件があるタイミングであったこ

ともあり、中頓別に決めた。ほか

のところは空きがなく、ヘルパー

をやりながら待つ状況だった。

奥さんが中頓別に来た経緯は？

光：出身は札幌で、農業者との婚
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まちの 話題
自治記念式

永年の功績を表彰

4月2日、中頓別町立認定こ

認定こども園入園式

期待に胸を膨らませ

4月5日、中頓別中学校入学

中学校入学式

決意を胸に

4月8日、中頓別小学校入学

小学校入学式

新しい学び舎に緊張

入学した7名の児童は、やや

式が行われました。

4月1日、役場大会議室で自

名は、真新しい学生

緊張した面持ちでしたが、新入

学児童紹介では、大きな声で返

在校生からは、歓迎の言葉や

事をすることができました。

へ向けた歓迎の言葉と歓迎合唱

歓迎の歌が贈られ、新入生たち

式典では、在校生から新入生

で入場。

服に身を包み、堂々とした様子

新入生

式が行われました。

ども園で入園式が行われまし
式典では、教育長式辞や来賓

治記念式が行われ、職務を通じ
範となるべき功績のある町民と
の方からのお祝いの言葉、年長

た。

して、佐藤美昭さんが表彰され
児のお兄さんお姉さんからは歓

て町勢の進展に寄与した他の模

ました。

が贈られ、新入生からは誓いの

は楽しい小学校生活を思い浮か

22

迎の言葉が贈られました。
慣れない状況の中で不安にな

言葉として、新入生代表の五十

べたのか、退場の際には元気な

年6月か

り、お母さんを呼ぶ声をあげる

嵐歩武くんから中学校生活での

年6

月からは町選挙管理委員長とし

子もいましたが、記念写真撮影

笑顔を見せました。

行に尽力されました。

ら町選挙管理委員、平成
て、各種選挙の公正・円滑な遂

決意が述べられました。

佐藤さんは、平成
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では素敵な笑顔を見せました。
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まちの 話題

青空教室

左右確認︑手を挙げて

場会議室で中頓別地区林野火災

産を守ることを目的として、役

４月 日、火災から貴重な財

林野火災対策協議会

町の財産を守る

ち、４月

日、鍾乳洞安全祈願

ふれあい公園のオープンに先立

５月１日の中頓別鍾乳洞自然

鍾乳洞安全祈願祭

開園中の無事故を祈念

林町長と地域生活安全協会の峰

安全の呼びかけを行うため、小

4月5日、新入学児童に交通

新入学児童宅訪問

ぴかぴかの黄色い帽子

日、中頓別小学校で青

小学校の玄関先では、トラッ
予消防対策協議会が行われまし

祭が行われました。

りと確認すること、車の死角に

火災が発生しています。長い年

昨年度は、宗谷管内で１件の

われ、小林町長をはじめ、中頓

洞の管理棟「ぬく森館」内で行

の差す好天。安全祈願祭は鍾乳

くとき、道路や交差点などの場

者に対して、登下校や遊びに行

峰友会長からは、児童や保護

ロ帽やランドセルカバーなどを

注意することを学びました。

月をかけ育んだ森林を、一瞬の

別振興公社の職員など管理・運

所では十分に気を付けるよう声

当日は、青空から柔らかな光

実演後、町内の路上で街頭指

うちに灰にしてしまうことのな

営に携わる方々が開園中の無事

掛けが行われました。

空教室が行われました。

4月

クと人形がぶつかる実演が行わ
た。

友会長が児童宅を訪問し、メト

れ、横断歩道では左右をしっか

導が行われ、信号や交差点前で

いよう、大切な森林を守る意識

故を祈願しました。

手渡しました。

の注意するポイントなどを確認

を持ちましょう。
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しました。
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町内の事業者や町民の皆さまを
支援する条例を紹介します
平成 30 年 4 月から、奨学金の償還支援や障がい者などの就労を促進する条例が制定されまし
た。この条例について、広く町民の皆様に知っていただき、利用していただけるよう制度をお知
らせいたします。

中頓別町奨学金等償還支援条例
□対象者
(1) 町内に住所があり、町内事業所などに就業中で奨学金などの貸与を受け償還中である方
(2) 町内に定住の見込みがあり、町内事業所などに就業を希望し奨学金などの償還を予定して
いる方
□助成金の額
貸与を受けている奨学金などの 1 年間の償還相当額で、年間 24 万円を限度とする
□申

込

□問合せ

9 月末日までに下記問合せにて申請書様式を受け取り申請する
〒098−5595

北海道枝幸郡中頓別町字中頓別 172 番地 6
中頓別町役場

総務課総務グループ

中頓別町障がい者等就労促進助成条例
□対象事業者
(1) 中頓別町に事業所を有しており、国、地方公共団体およびこれに準ずる事業所でないもの
(2) 暴力団または暴力団員が実質的に経営を支配する事業所そのほか暴力団または暴力団員と
密接な関係を有する事業所でないもの
(3) 町税そのほか町に対する債務の履行を遅滞していない事業者
(4) 労働基準法、雇用保険法、健康保険法などの労働関係法令を遵守している事業者
□助成金の額
障がい者などを雇用した事業者が障がい者などに支払った賃金の額の半額を限度とする
※
□申

時給は最低賃金で換算
込

□問合せ

下記問合せにて申請書様式を受け取り申請する
〒098−5551

北海道枝幸郡中頓別町字中頓別 175 番地
中頓別町介護福祉センター

保健福祉課保健福祉グループ
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ダリン＆ジャクレンの

ALT通信

ﬁle.15

This artcle written by Ms.Jacqueline

今月の担当はジャクレン先生

Diﬀerences in the American and Japanese School Year
The school year runs on diﬀerent schedules in America and Japan. In Japan, my
students are just returning from their vacation. However, in America, students are
beginning to get excited for their long vacation in the summer.
In America, students start the school year in August. They have school until mid/late
December, and then they have winter break. This is the second longest break in the
year. American students then go back to school and study until Spring Break in
March. Spring break is usually one week long, like Golden Week. After spring break,
students have school until Summer Vacation starts in May or June.
Please come to Eikaiwa and tell me more about the Japanese School Year!
Thank you for reading!

アメリカと日本の学校カレンダーの違い
アメリカと日本では、学校の始まりと終わりの時期が違います。今、日本では、私の生徒の春休
みが終わりましたが、アメリカでは生徒たちが長い夏休みを楽しみにしています。
アメリカの学校は８月に始まります。１２月中旬まで授業があって、冬休みになります。冬休み
は２番目に長い休みです。アメリカの生徒たちは学校に戻って、３月に春休みに入ります。春休み
は大体一週間です。ゴールデンウィークみたいな感じです。春休みが終わったら、５月下旬か６月
上旬まで学校に行って、夏休みが始まります。
英会話に参加しに来てください。日本の学校について教えてください。
最後まで、読んでくれてありがとうございました！
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あなたの肺を守るために

いて罹患率は過去最低になっていま

我が国の結核患者は年々減少して
が︑肺がん検診が同等以上の検査内

と同日に結核検診を行ってきました

中頓別町ではこれまで肺がん検診

◆肺がん検診で肺の病気の早期発見

すが︑近年結核がかつての国民病だ

容であることから︑平成 年度以降︑

山田保健師

った時代に罹患した人が免疫力の低

◆結核は過去の病気？

今月の担当は

下に伴い発症するケースが多く見ら

集団での胸部レントゲン検査は肺が

査を受けやすいよう︑

歳以上の方

町では︑高齢の方がレントゲン検

の健康診断を兼ねることにしました︒

ん検診のみとし︑肺がん検診が結核

歳以上の方に定期健康診断︵
歳以上の方の健康

胸部レントゲン検査︶を行うことと
しており︑特に

の肺がん検診の料金︵自己負担額︶

年間

を１００円に設定しま
した︒
中頓別で過去

対
象：40歳以上
検診料金：40歳〜64歳 500円
65歳以上
100円

令和元年度実施日

時間・場所等は健康カレンダーや旬報等でご確認ください。

くなった人の割合は全

別にみると︑肺炎で亡

ん検診を受けられますようおすすめ

方︑特に高齢の方はぜひ年１回肺が

ゲン検査を受けていない

歳以上の
国の平均と比べて高い

します︒

職場や医療機関などで胸部レント

は肺炎球菌予防接種が有効です︒

発見にもつながります︒肺炎予防に

︵ＣＯＰＤ︶などの肺の病気の早期

肺がん検診（集団検診）

ことが分かります︒

に亡くなった人を死因
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診断は重要とされています︒

標準化死亡比は全国の死亡の平均を
100としていて、100以上の場合は
全国の平均よりも死亡率が高いと判
断されます。

ため

れています︒国は結核の早期発見の

31

んのみでなく結核や肺

肺がん検診は︑肺が

すすめします︒

方は︑早めの医療機関への受診をお

なお咳や痰などの症状が長く続く

◆受動喫煙の防止

たばこの煙には化学物質が４００

０種類以上︑うち約２００種類は発

がん物質など有害物質が多く含まれ

ています︒

喫煙は︑﹁たばこ病﹂ともいわれ

る慢性閉塞性肺疾患をはじめ︑肺が

んなど多くの疾病の危険因子です︒

健康増進法が改正され︑２０２０

年４月まで段階的に受動喫煙の防止

が強化され︑今後屋内施設は原則禁

煙が義務づけられます︒詳細は﹁な

くそう！望まない受動喫煙﹂ｗｅｂ

サイトなどで確認ください︒

健康に配慮した空気の美味しい町

の実現に向けて︑ご理解とご協力を

お願いします︒

屋内が原則禁煙に

多くの施設において

File №272
80

56.3
116.6
86.7
101.3
147.4
108.1
154.2
脳 血 管 疾 患
虚 血 性 心 疾 患
腎
不
全
悪 性 新 生 物
肺
炎
慢性閉塞性肺疾患
交 通 事 故

65

炎︑慢性閉塞性肺疾患

マナーからルールへ

健康宅配便

平成18年〜平成27年

元年５月１９日（日） 元年９月１１日（水）
元年９月１０日（火） ２年２月 ４日（火）
40

保健師さんの
65

中頓別の標準化死亡比（SMR）
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図書室だより
一

般

書

児

童

書

『新章神様のカルテ』

『算数親分捕物帳』

著：夏川 草介（小学館）

著：瀧ヶ平 悠史（誠文堂新光社）
ゲームやまちがい探しも楽し

める一冊︒

算数が得意になるヒントがい

っぱい！

シリーズ３２０万部のベスト

セラー︑４年ぶりの最新作︒

舞台は地域医療病院から大学

病院へ︒

新着図書（４月20日現在）
一般向け図書

児童向け図書

『一切なりゆき』…………………………… 樹木 希林

『ぱんつさん』…………………… たなか ひかる

『千里の向こう』…………………………… 箕輪 諒

『たべてあげる』………………… ふくべ あきひろ

『メモの魔力』……………………………… 前田 裕二

『しんぶんのタバー』…………… 萩原 弓佳

『この先には、何がある？』……………… 群 ようこ

『ありがとうのてがみ』………… ながい てつや

『その日、朱音は空を飛んだ』…………… 武田 綾乃

『ぽこぼういちねんせい』……… 喜湯本 のづみ

『子育てママがほっとする魔法の言葉』… 西沢 秦生

『開幕！世界あたりまえ会議』… 斗鬼 正一

※その他、多数の本が入荷していますので、是非ご来室ください。
また、貸出予約や購入リクエストも順次受付けております。

お

願

い

図書室から借りたままの本はございませんか？
できるだけ返却期日を守り、早めの返却をお願い致します。

利

用

案

内

開館時間 … 午前１０時〜午後５時
休 館 日 … 毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
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戸籍だより
4 月 1 日〜 4 月 30 日受付分

雄峰

おくやみ
字中頓別 橋本 ミヨさん
(96 歳 4 月 26 日 )

字中頓別 佐藤 道子さん
(84 歳 4 月 27 日 )

四月例会

花吹雪小惑星よりいつ帰る
武田

妙子

海峯

半世紀過ぎし我にも辛夷咲く
高橋

緑恵

山ざくら枝先に見る我が田舎
東海林

袴履き青アスパラの出荷待つ
峰友

人声のこぼれくる路さくら咲く
平田 栄珠

流し目で牛が居すわる春の午後
山崎 静女

春の宵生まれ変わるもまたをんな
高橋 恵翠

やまなみ吟社

（公開にご了承いただいた方の
み掲載しています）

字中頓別 千葉 信夫さん
(84 歳 4 月 28 日 )

人のうごき
（平成 31 年 4 月 30 日現在）
世

帯

884(+4)

人

口

1,692(-4)

男

850(+5)

女

842(-9)
(

) 内は前月対比

新しい職員を紹介します
（4 月 16 日付）

（5 月 1 日付）

教育委員会教育グループ
社会教育主事補

こすが

けいすけ

小菅

圭介

建設課建設グループ
主任

むらた

なおき

村田

直樹

■平成が終わり、令和が始まります。みなさんにとって平成はどのような時代であったでしょ
うか。平成生まれである私にとっては、私という個が成り立つ要素のほとんどが平成で形作ら
れていると言えます。新しい時代、得も言われぬ期待感を抱いてしまいますが、それと同時に
この時代を生きる責任のようなものを感じます。一人の社会人として日々の仕事を懸命に取り
組みたいところです。
【スリッパカメラマン☆】
広報なかとんべつ
【発

行】 2019 年 5 月 10 日

【編

集】 中頓別町総務課政策経営室
〒098-5595

5 月号

TEL 01634-6-1111

刷】 有限会社

FAX 01634-6-1155

北海道枝幸郡中頓別町字中頓別 172-6

HP http://www.town.nakatombetsu.hokkaido.jp
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